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(57)【要約】
ＳＲＮＳ再割当のための方法は、ユーザ機器から受信し
た測定値に基づいて、再割当要求をソースノードＢ＋か
らターゲットノードＢ＋へ送信することと、物理チャネ
ル再構成メッセージをソースノードＢ＋からＵＥへ送信
することと、パケット・データ・ユニット（ＰＤＵ）を
ソースノードＢ＋からターゲットノードＢ＋へ転送する
ことと、ターゲットノードＢ＋のターゲットセルとのラ
ジオリンク確立と物理層同期化とを実行することとを備
える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークにおいてサービス提供ラジオ・ネットワーク・サブシステム（ＳＲＮ
Ｓ）再割当を実行する方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）から受信した測定値に基づいて、再割当要求をソースノードＢ＋か
らターゲットノードＢ＋へ送信することと、
　物理チャネル再構成メッセージを前記ソースノードＢ＋から前記ＵＥへ送信することと
、
　パケット・データ・ユニット（ＰＤＵ）を前記ソースノードＢ＋から前記ターゲットノ
ードＢ＋へ転送することと、
　前記ターゲットノードＢ＋のターゲットセルとのラジオリンク確立と物理層同期化とを
実行することと
を備える方法。
【請求項２】
　通信ネットワークにおいてサービス提供ラジオ・ネットワーク・サブシステム（ＳＲＮ
Ｓ）を実行するシステムであって、
　ユーザ機器（ＵＥ）から受信した測定値に基づいて、再割当要求をソースノードＢ＋か
らターゲットノードＢ＋へ送信する手段と、
　物理チャネル再構成メッセージを前記ソースノードＢ＋から前記ＵＥへ送信する手段と
、
　パケット・データ・ユニット（ＰＤＵ）を前記ソースノードＢ＋から前記ターゲットノ
ードＢ＋へ転送する手段と、
　前記ターゲットノードＢ＋のターゲットセルとのラジオリンク確立と物理層同期化とを
実行する手段と
を備えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、一般に無線通信に関し、特に、無線通信システムにおけるサービス提供ラジオ
・ネットワーク・サブシステム（ＳＲＮＳ）再割当手順に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、例えば音声、データ等のような様々なタイプの通信コンテンツを
提供するために広く開発されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース
（例えば帯域幅及び送信電力）の共有によって、多くのユーザとの通信をサポートするこ
とが可能な多元接続システムであることができる。そのような多元接続システムの例は、
符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数
分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴ
Ｅ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００３】
　一般に、無線多元接続通信システムは、多くの無線端末のための通信を同時にサポート
することができる。各端末は、順方向リンク及び逆方向リンク上の送信を介して、１つ又
は複数の基地局と通信する。順方向リンク（すなわちダウンリンク）は、基地局から端末
への通信リンクを称し、逆方向リンク（すなわちアップリンク）は、端末から基地局への
通信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力システム、複数入力単一出力
システム、又は複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立することができる。
【０００４】
　次世代ＨＳＰＡ又はＨＳＰＡ＋とも称される高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）エボリ
ューションは目下、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）において、現
在のＨＳＰＡシステムとロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムとの間の
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過渡期として議論されている。
【発明の概要】
【０００５】
　本願は、２００６年１１月７日出願の“ENHANCED SRNS RELOCATION FOR THE HSPA EVOL
UTION”と題された米国特許仮出願第６０／８６４，７６１号の利益を主張する。この出
願全体が、参照によって本願に組み込まれる。
【０００６】
　以下は、１つ又は複数の局面の基本的な理解を提供するために、そのような局面の簡略
化した概要を示す。この概要は、意図される局面全ての広範囲な概観ではなく、重要要素
や決定的要素を特定することも、任意の又は全ての局面の範囲を線引きすることも意図さ
れていない。この概要の唯一の目的は、以下に記載するより詳細な説明の前置きとして、
１つ又は複数の局面のいくつかの概念を簡略化した形式で示すことである。
【０００７】
　局面によると、ＳＲＮＳ再割当のための方法は、ユーザ機器（ＵＥ）から受信した測定
値に基づいて、再割当要求をソースノードＢ＋からターゲットノードＢ＋へ送信すること
と、物理チャネル再構成メッセージをソースノードＢ＋からＵＥへ送信することと、パケ
ット・データ・ユニット（ＰＤＵ）をソースノードＢ＋からターゲットノードＢ＋へ転送
することと、ターゲットノードＢ＋のターゲットセルとのラジオリンク確立と物理層同期
化とを実行することとを備える。
【０００８】
　上記記載及び関連する目的を達成するために、１つ又は複数の局面は、以下で完全に説
明され、特に特許請求の範囲に示される特徴を備える。下記記載及び添付図面は、１つ又
は複数の局面のある例示的局面を詳細に説明する。しかしこれらの局面は、様々な局面の
原理が用いられることができる様々な方法のうちのいくつかしか示しておらず、説明され
た局面は、このような局面の全て及びそれらの均等物を含むように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、１つの実施形態に従う多元接続無線通信システムを示す。
【図２】図２は、通信システムの典型的なブロック図を示す。
【図３】図３は、ハードハンドオーバーを用いるエンハンストＳＲＮＳ再割当のためのシ
グナリングフローの典型的な実施形態を示す。
【図４】図４は、現在のＳＲＮＳ再割当手順の典型的な実施形態を示す。
【図５】図５は、ハードハンドオーバーを用いるエンハンストＳＲＮＳ再割当の典型的な
実施形態を示す。
【発明を実施する形態】
【００１０】
　ここで、様々な実施形態が、同一の参照番号が明細書を通して同一の要素を参照するた
めに用いられる図面に関連して説明される。以下の説明において、説明目的のために、１
つ又は複数の実施形態の完全な理解を提供するために多くの具体的な詳細が説明される。
しかし、そのような実施形態は、これら具体的な詳細なしでも実現されうることが明確で
ある。他の例において、周知の構成及びデバイスが、１つ又は複数の実施形態の説明を容
易にするためにブロック図形式で示される。
【００１１】
　一般に、無線多元接続通信システムは、多くの無線端末のための通信を同時にサポート
することができる。各端末は、順方向リンク及び逆方向リンクでの送信を介して１つ又は
複数の基地局と通信する。順方向リンク（すなわちダウンリンク）は、基地局から端末へ
の通信リンクを称し、逆方向リンク（すなわちアップリンク）は、端末から基地局への通
信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力、複数入力単一出力、又は複数
入力複数出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立することができる。
【００１２】
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　ＭＩＭＯシステムは、複数（ＮＴ個）の送信アンテナと、複数（ＮＲ個）の受信アンテ
ナとをデータ送信に用いる。ＮＴ個の送信アンテナ及びＮＲ個の受信アンテナによって形
成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも称されるＮＳ個の独立チャネルに分解す
ることができる。ここで、ＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ，ＮＲ｝である。ＮＳ個の独立チャネルの
各々は、次元に対応する。ＭＩＭＯシステムは、複数の送信アンテナ及び受信アンテナに
よって生成された追加の次元が用いられる場合、より良い性能（例えば、より高いスルー
プット及び／又はより大きな信頼性）を提供することができる。
【００１３】
　ＭＩＭＯシステムは、時分割二重通信（ＴＤＤ）システム及び周波数分割二重通信（Ｆ
ＤＤ）システムをサポートする。ＴＤＤシステムにおいて、相反定理によって逆方向リン
クチャネルから順方向リンクチャネルの推定が可能になるように、順方向リンク及び逆方
向リンクは同じ周波数領域にある。これにより、アクセスポイントは、アクセスポイント
で複数のアンテナが利用可能である場合、順方向リンク上での送信ビーム形成利得を抽出
することができる。
【００１４】
　単一キャリア変調及び周波数領域等値化を用いる単一キャリア周波数分割多元接続（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）が技術である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムと同様の性能を有
し、特に同一の全体の複雑さを有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固有の単一キャリア
構造のために、低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、特に
、低いＰＡＰＲが送信電力効率の観点でモバイル端末に多大な利益をもたらすアップリン
ク通信において、非常に注目を集めている。これは現在、３ＧＰＰロング・ターム・エボ
リューション（ＬＴＥ）又は次世代ＵＴＲＡにおけるアップリンク多元接続スキームのた
めに動作することが仮定されている。
【００１５】
　図１を参照すると、１つの実施形態に従う多元接続無線通信システムが示される。アク
セスポイント１００（ＡＰ）は、１つが１０４及び１０６を含み、別の１つが１０８及び
１１０を含み、更に別の１つが１１２及び１１４を含む複数のアンテナグループを含む。
図１では、各アンテナグループについて２つのアンテナしか示されないが、それより多く
の、又はそれより少ないアンテナを各アンテナグループについて用いることができる。ア
クセス端末１１６（ＡＴ）は、アンテナ１１２及び１１４と通信中であり、アンテナ１１
２及び１１４は、順方向リンク１２０を介してアクセス端末１１６へ情報を送信し、逆方
向リンク１１８を介してアクセス端末１１６からの情報を受信する。アクセス端末１２２
は、アンテナ１０６及び１０８と通信中であり、アンテナ１０６及び１０８は、順方向リ
ンク１２６を介してアクセス端末１２２へ情報を送信し、逆方向リンク１２４を介してア
クセス端末１２２からの情報を受信する。ＦＤＤシステムにおいて、通信リンク１１８、
１２０、１２４、及び１２６は、通信のために異なる周波数を用いることができる。例え
ば順方向リンク１２０は、逆方向リンク１１８によって用いられる周波数とは異なる周波
数を用いることができる。
【００１６】
　アンテナの各グループ及び／又はそれらが通信するように設計されたエリアは、しばし
ば、アクセスポイントのセクタと称される。実施形態において、アンテナグループの各々
は、アクセスポイント１００によってカバーされるエリアのセクタ内のアクセス端末と通
信するように設計されている。
【００１７】
　順方向リンク１２０及び１２６を介した通信において、アクセスポイント１００の送信
アンテナは、異なるアクセス端末１１６及び１２４のための順方向リンクの信号対雑音比
を改善するために、ビーム形成を用いる。また、自身のカバレージ内にランダムに散在す
るアクセス端末へ送信するためにビーム形成を用いるアクセスポイントは、自身のアクセ
ス端末全てに単一のアンテナを介して送信するアクセスポイントと比べ、近隣セル内のア
クセス端末への干渉が少なくなる。
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【００１８】
　アクセスポイントは、端末との通信に用いられる固定局であることができ、アクセスポ
イント、ノードＢ、あるいはその他の用語と称されることもある。アクセス端末は、アク
セス端末、ユーザ機器（ＵＥ）、無線通信デバイス、端末、アクセス端末、あるいはその
他何らかの用語と称されることもある。
【００１９】
　図２は、ＭＩＭＯシステム２００における、（アクセスポイントとしても知られる）送
信システム２１０及び（アクセス端末としても知られる）受信システム２５０の実施形態
のブロック図である。送信システム２１０において、複数のデータストリームのトラヒッ
クデータが、データソース２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ２１４へ提供される
。
【００２０】
　実施形態において、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信され
る。ＴＸデータプロセッサ２１４は、符号化データを提供するために、各データストリー
ムのために選択された特定の符号化スキームに基づいて、各データストリームのトラヒッ
クデータをフォーマット、符号化、及びインタリーブする。
【００２１】
　各データストリームの符号化データは、ＯＦＤＭ技術を用いて、パイロットデータと多
重化されうる。パイロットデータは一般に、周知の方式で処理される周知のデータパター
ンであり、チャネル応答を推定するために受信システムにおいて用いることができる。各
データストリームの多重化されたパイロットデータ及び符号化データはその後、変調記号
を提供するために、各データストリームのために選択された特定の変調スキーム（例えば
ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、又はＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調（すなわち記号マッ
プ）される。各データストリームのデータレート、符号化、及び変調は、プロセッサ２３
０によって実行される命令によって決定されうる。
【００２２】
　全てのデータストリームの変調記号がその後、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０へ提供
される。ＴＸ　ＭＩＭＯシステム２２０は更に、（例えばＯＦＤＭのための）変調記号を
処理することができる。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０はその後、ＮＴ個の変調記号ス
トリームを、ＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）２２２ａ乃至２２２ｔへ提供する。ある実施形
態において、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、ビーム形成の重みを、データストリー
ムの記号と、その記号が送信されたアンテナとに適用する。
【００２３】
　各送信機２２２は、それぞれ記号ストリームを受信及び処理し、１つ又は複数のアナロ
グ信号を提供し、ＭＩＭＯチャネルを介する送信に適切な変調信号を提供するために、ア
ナログ信号を更に調整（例えば、増幅、フィルタ、及びアップコンバート）する。送信機
２２２ａ乃至２２２ｔからのＮＴ個の変調信号がその後、ＮＴ個のアンテナ２２４ａ乃至
２２４ｔからそれぞれ送信される。
【００２４】
　受信システム２５０において、送信された変調信号が、ＮＲ個のアンテナ２５２ａ乃至
２５２ｒによって受信され、各アンテナ２５２からの受信信号は、それぞれの受信機（Ｒ
ＣＶＲ）２５４ａ乃至２５４ｒへ提供される。各受信機２５４は、各々の受信信号を調整
（例えば、フィルタ、増幅、及びダウンコンバート）し、サンプルを提供するために調整
信号をデジタル化し、対応する「受信」記号ストリームを提供するためにサンプルを更に
処理する。
【００２５】
　ＲＸデータプロセッサ２６０はその後、ＮＴ個の「検出」記号ストリームを提供するた
めに、特定の受信機処理技術に基づいて、ＮＲ個の受信機２５４からのＮＲ個の受信記号
ストリームを受信及び処理する。ＲＸデータプロセッサ２６０はその後、データストリー
ムのトラヒックデータを復元するために、各検出記号ストリームを復調、デインタリーブ
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、及び復号する。ＲＸデータプロセッサ２６０による処理は、送信システム２１０でＴＸ
データプロセッサ２１４及びＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０によって実行された処理と
相補的である。
【００２６】
　プロセッサ２７０は、何れの前符号化マトリクスを用いるかを定期的に判定する（後述
する）。プロセッサ２７０は、マトリクスインデクス部分及び階級値部分を備える逆方向
リンクメッセージを定式化する。
【００２７】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンク及び／又は受信したデータストリームに関する
様々なタイプの情報を備えることができる。逆方向リンクメッセージはその後、データソ
ース２３６から複数のデータストリームのトラヒックデータも受信するＴＸデータプロセ
ッサ２３８によって処理され、変調器２８０によって変調され、送信機２５４ａ乃至２５
４ｒによって調整され、送信システム２１０へ送信される。
【００２８】
　送信システム２１０では、受信システム２５０からの変調信号がアンテナ２２４によっ
て受信され、受信機２２２によって調整され、復調器２４０によって復調され、受信シス
テム２５０によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出するために、ＲＸデータプ
ロセッサ２４２によって処理される。プロセッサ２３０はその後、ビーム形成重みを決定
するために何れの前符号化マトリクスを用いるかを決定し、その後抽出したメッセージを
処理する。
【００２９】
　局面において、論理チャネルは、制御チャネル及びトラヒックチャネルに分類される。
論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストするＤＬチャネルであるブロ
ードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）を備える。ページング情報を転送するＤＬチャネ
ルであるページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）。１つ又はいくつかのＭＴＣＨのための制
御情報と、マルチメディア・ブロードキャスト及びマルチメディア・サービス（ＭＢＭＳ
）スケジューリングとを送信するために用いられるポイント・トゥ・マルチポイントＤＬ
チャネルであるマルチキャスト制御情報（ＭＣＣＨ）。一般に、ＲＲＣ（ラジオ・リソー
ス・コントローラ）接続の確立後、このチャネルは、ＭＢＭＳを受信するＵＥにしか用い
られない。専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）は、専用制御情報を送信するポイント・トゥ・
ポイント双方向チャネルであり、ＲＲＣ接続を有するＵＥによって用いられる。１つの局
面において、論理トラヒックチャネルは、１つのＵＥ専用の、ユーザ情報を転送するポイ
ント・トゥ・ポイント双方向チャネルである専用トラヒックチャネル（ＤＴＣＨ）である
。また、トラヒックデータを送信するポイント・トゥ・マルチポイントＤＬチャネルのマ
ルチキャスト・トラヒック・チャネル（ＭＴＣＨ）。
【００３０】
　局面において、トランスポートチャネルは、ＤＬとＵＬとに分類される。ＤＬトランス
ポートチャネルは、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）、ダウンリンク共有データチャ
ネル（ＤＬ－ＳＤＣＨ）、及びページングチャネル（ＰＣＨ）を備え、（ＤＲＸサイクル
がネットワークによってＵＥに示される）ＵＥ電力節約をサポートするＰＣＨは、セル全
体へブロードキャストされ、その他の制御チャネル／トラヒックチャネルに用いることが
できるＰＨＹリソースにマップされる。ＵＬトランスポートチャネルは、ランダム・アク
セス・チャネル（ＲＡＣＨ）、要求チャネル（ＲＥＱＣＨ）、アップリンク共有データチ
ャネル（ＵＬ－ＳＤＣＨ）、及び複数のＰＨＹチャネルを備える。ＰＨＹチャネルは、Ｄ
ＬチャネルとＵＬチャネルとのセットを備える。
【００３１】
　異なるネットワークアーキテクチャオプションが、ＨＳＰＡ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎに関
して現在研究されている。オプションのうちの１つにおいて、ラジオ・ネットワーク・コ
ントローラ（ＲＮＣ）全てを、以降ノードＢ＋と記載する「次世代」基地局にまとめるこ
とが提案される。
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【００３２】
　そのような解決策において、ＳＲＮＳ再割当手順は、ノードＢ＋間の移動をハンドルす
るために広く用いられるであろう。現在の手順は、この種の移動をハンドルするために効
率的ではない。
【００３３】
　本明細書は、ｅノードＢ間の移動がＬＴＥにおいてハンドルされる方法により適応する
エンハンストＳＲＮＳ再割当手順を開示する。提案されるスキームは、最適化ＳＧＳＮ内
ＳＲＮＳ割当手順として見ることもできる。提案されるエンハンスト移動スキームは、ハ
ンドオーバー遅延の低減と、コアネットワーク（ＣＮ）における処理負荷の低減とを達成
する。これは、より少ないシグナリングメッセージしか必要とせず、主に、ノードＢ＋か
らノードＢ＋への通信に頼る。
【００３４】
　　（Ｃ面ハンドリング）
　図３を参照すると、ハードハンドオーバーを用いるエンハンストＳＲＮＳ再割当手順の
ためのシグナリングフローが示される。特に、以下のステップが適用される。
【００３５】
　１）ＵＥからの測定値レポート（あるいはその他いくつかのＲＲＭ特有情報）に基づい
て、ソースノードＢ＋は、ターゲットノードＢ＋によって制御されるセルへＵＥをハンド
オーバーすることを決定する。
【００３６】
　２）ソースノードＢ＋は、ターゲット側でＨＯを準備するために必要な情報（コンテキ
スト転送）を通過しているターゲットノードＢ＋へ、再割当要求を発行する。許可制御の
実行後、ターゲットノードＢ＋は、必要なリソースを構成する。
【００３７】
　３）ターゲットノードＢ＋へのラジオパスを再構成するために、再割当応答メッセージ
が、ＵＥにとって必要な情報とともにソースノードＢ＋へ送られる。
【００３８】
　４）ターゲットノードＢ＋内のセルにアクセスするために、物理チャネル再構成メッセ
ージが、情報とともにソースノードＢ＋によって送られる。
【００３９】
　Ａ）ソースノードＢ＋は、異なるラジオ・アクセス・ベアラ（ＲＡＢ）のＧＴＰパケッ
ト・データ・ユニット（ＰＤＵ）の（パケットロスを最小化／回避する手段を含む）Ｑｏ
Ｓプロファイルに依存して、ターゲットノードＢ＋への転送を、開始することができる。
【００４０】
　５）ＰＤＵのターゲットノードＢ＋内のターゲットセルとの物理層同期化及びラジオリ
ンク確立が実行される。
【００４１】
　６）ＵＥが、物理チャネル再構成完了メッセージを、ターゲットノードＢ＋内のターゲ
ットセルへ送る。
【００４２】
　７）ターゲットノードＢ＋が、ターゲットノードＢ＋とコアネットワーク（ＣＮ）との
間の異なるＲＡＢを確立する要求とともに、再割当完了メッセージをＣＮへ送る。
【００４３】
　８）ＣＮが、再割当完了アクノレッジメッセージによって応答し、新たなパス内でのデ
ータの転送を開始する。
【００４４】
　９）ターゲットノードＢ＋が最終的に、ソースノードＢ＋内のリソースの解放を開始す
る。
【００４５】
　図４及び図５を参照すると、ハードハンドオーバーを用いて、高度な手順（図５）と、
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現在のＳＲＮＳ再割当（図４）とを比較することができる。これらの図を参照すると、高
度な手順は、ハンドオーバー遅延の低減及びＣＮにおける処理負荷の低減を達成し、また
、無線上で何の変更も必要としないため、レガシーＵＥと後退的に整合が取れる。
【００４６】
　　（Ｕ面ハンドリング）
　現在のＳＲＮＳ再割当手順におけるユーザ面ハンドリングは、ＲｏＨＣの再割当に基づ
く。エンハンスト移動スキームにおいて、ユーザ面ハンドリングは代わりに、「フレッシ
ュスタート」（“Fresh　Start”）アプローチに基づく。このアプローチは以下の通りで
ある。
【００４７】
　再割当応答メッセージの受信後、ソースノードＢ＋は、到来するＧＴＰ－Ｕ　ＰＤＵを
自身のヘッダ圧縮エンティティに送る前に、それらのコピーのバッファを開始する。
【００４８】
　チャネル再構成メッセージの送信後、ソースノードＢ＋は、送信がアクノレッジされて
いないバッファされたＧＴＰ－Ｕ　ＰＤＵ全てをターゲットノードＢ＋へ転送する。
【００４９】
　ヘッダ圧縮は、ターゲットノードＢ＋で再開する。
【００５０】
　現在のＲｏＨＣプロトコルはパケットを順不同で優雅にハンドルしないので、ソースノ
ードＢ＋とＣＮとの両方から到着するＧＴＰ－Ｕ　ＰＤＵの圧縮を再開する前に、ターゲ
ットノードＢ＋において並び替えメカニズムが必要である。１つの簡略なメカニズムは以
下の通りである。
【００５１】
　物理チャネル再構成完了メッセージの受信後、ターゲットノードＢ＋は、ソースノード
Ｂ＋によって既に受信されたＧＴＰ－Ｕ　ＰＤＵ全ての圧縮／送信を開始することができ
る。
【００５２】
　再割当完了アクノレッジメントメッセージの受信後、ターゲットノードＢ＋は、ＧＴＰ
－Ｕ　ＰＤＵが未だ古いルートから（すなわち、ソースノードＢ＋によって転送されて）
到着する場合、ある時間、新たなルートから（すなわち、ＣＮから直接）到着するＧＴＰ
－Ｕ　ＰＤＵを保留することができる。
【００５３】
　ＲｏＨＣ　ｖ２が用いられる場合、その後順不同で到着するパケットは問題とならない
ので、ターゲットノードＢ＋は、物理チャネル再構成完了メッセージを受信すると直ちに
、ＧＴＰ－Ｕ　ＰＤＵパケットの圧縮及び送信を開始することができる。
【００５４】
　当業者は、情報及び信号が、任意の様々な異なる技術及び技法を用いて表されうること
を理解するであろう。例えば、上記記載を通して参照されうるデータ、命令、コマンド、
情報、信号、ビット、記号、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁界又は磁気粒子、光
場又は光粒子、あるいはそれらの組合せによって表されることができる。
【００５５】
　当業者は更に、本明細書に開示された実施形態に関連して記載された、実例となる様々
な論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズムステップが、電子工学的ハードウ
ェア、コンピュータソフトウェア、又はそれらの組合せとして実現されうることをよく理
解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互置換性を明確に説明するために、
様々な実例となる構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、それらの機
能の観点から一般的に説明された。このような機能が、ハードウェアとして実現されるか
ソフトウェアとして実現されるかは、システム全体に課された設計制約及び特定のアプリ
ケーションによる。当業者は、各特定のアプリケーションのために上述した機能を様々な
方法で実現することができるが、このような実現の決定は、本発明の範囲から逸脱させる
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【００５６】
　本明細書に開示された実施形態に関連して記載された、様々な例示的論理ブロック、モ
ジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）
、あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートやトランジスタ
ロジック、ディスクリートハードウェア部品、又は上述された機能を実現するために設計
された上記いずれかの組合せを用いて実現又は実行されうる。汎用プロセッサとしてマイ
クロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセッサ、コ
ントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能である。プロ
セッサは、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、ＤＳＰコアに接続された１つ
又は複数のマイクロプロセッサ、又はこのような任意の構成である計算デバイスの組合せ
として実現することも可能である。
【００５７】
　本明細書に開示された実施形態に関連して説明されたアルゴリズムや方法のステップは
、ハードウェアによって直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュー
ルによって、又は、これら２つの組合せによって具現化される。ソフトウェアモジュール
は、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ
メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当
該技術分野で知られているその他の形式の記憶媒体に収納されうる。典型的な記憶媒体は
、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情報を書き込むことができるように
プロセッサに結合されうる。又は、記憶媒体はプロセッサに統合されうる。このプロセッ
サと記憶媒体とは、ＡＳＯＣ内に存在することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に存
在することができる。あるいはこのプロセッサと記憶媒体とは、ユーザ端末内のディスク
リート部品として存在することもできる。
【００５８】
　開示された実施形態における上記記載は、当業者をして、本発明の製造又は利用を可能
とするために提供される。これらの実施形態への様々な変形例もまた、当業者に対しては
明らかであって、本明細書で定義された一般原理は、本発明の精神又は範囲を逸脱するこ
となく他の実施形態にも適用されうる。従って本発明は、本明細書に開示された実施形態
に限定することは意図されておらず、本明細書に開示された原理及び新規特徴と整合が取
れた最も広い範囲と一致するように意図されている。
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【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月15日(2009.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　順方向リンク１２０及び１２６を介した通信において、アクセスポイント１００の送信
アンテナは、異なるアクセス端末１１６及び１２２のための順方向リンクの信号対雑音比
を改善するために、ビーム形成を用いる。また、自身のカバレージ内にランダムに散在す
るアクセス端末へ送信するためにビーム形成を用いるアクセスポイントは、自身のアクセ
ス端末全てに単一のアンテナを介して送信するアクセスポイントと比べ、近隣セル内のア
クセス端末への干渉が少なくなる。
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【国際調査報告】
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